
 平成２０年３月３日

各　位

会 　社 　名 株式会社みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

代 表 者 名 取 締 役 社 長  　前  田 　 晃  伸

本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

コード番号 8411（東証第1部、大証第1部）

みずほフィナンシャルグループの役員異動のお知らせ

　本日、下記みずほフィナンシャルグループ各社の役員異動（委嘱の変更）がございましたの

でお知らせいたします。

株式会社みずほフィナンシャルグループ

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほコーポレート銀行

みずほ証券株式会社

みずほ信託銀行株式会社

以上

本件に関するお問い合わせ先
みずほフィナンシャルグループ

コーポレート・コミュニケーション部広報室 03-5224-2026
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【株式会社みずほフィナンシャルグループ】

（２００８年４月１日付）
氏名 新 現

塚本　隆史 副社長執行役員 みずほコーポレート銀行

財務・主計グループ長 取締役副頭取

（代表取締役）

兼　副頭取執行役員

森田　庸夫 常務執行役員 執行役員

内部監査部門長 管理部長

齊藤　肇 常務執行役員 みずほ銀行

リスク管理グループ長 執行役員

兼　人事グループ長 総合資金部長

兼　コンプライアンス統括グループ長

岡部　俊胤 執行役員 秘書室長

秘書室長

小野　正人 取締役（非常勤） 取締役副社長

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

内部監査部門長

西堀　利 取締役（非常勤） 常務取締役

兼　常務執行役員

財務・主計グループ長

斎藤　雅之 退任 常務執行役員

リスク管理グループ長

兼　人事グループ長

兼　コンプライアンス統括グループ長
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（２００８年６月下旬予定）
氏名 新 現

塚本　隆史 取締役副社長 （前掲）

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

財務・主計グループ長

森田　庸夫 常務取締役 （前掲）

兼　常務執行役員

内部監査部門長

宗岡　恒雄 常勤監査役 みずほ銀行

常務執行役員

財務・主計グループ担当

小野　正人 退任 （前掲）

西堀　利 退任 （前掲）

山本　茂 退任 常勤監査役

　　塚本 隆史、森田 庸夫の両氏は、本年６月下旬に開催予定の当社定時株主総会における

　　新任取締役候補者であり、宗岡 恒雄氏は、同株主総会における新任監査役候補者であり

　　ます。
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【新任取締役・監査役候補者】（本年6月下旬に開催予定の当社定時株主総会における候補者）

つ か も と た か し

氏  名 塚 本 隆 史 （昭和２５年８月２日生 ５７才）
学  歴 昭和４９年３月 京都大学法学部卒業
経  歴 昭和４９年４月 株式会社第一勧業銀行入行

も り た つ ね お

氏  名 森 田 庸 夫 （昭和２９年４月２９日生 ５３才）
学  歴 昭和５３年３月 青山学院大学法学部卒業
経  歴 昭和５３年４月 株式会社富士銀行入行

む ね お か つ ね お

氏  名 宗 岡 恒 雄 （昭和２６年５月１４日生 ５６才）
学  歴 昭和５１年３月 早稲田大学政治経済学部卒業
経  歴 昭和５１年４月 株式会社日本興業銀行入行

【新任執行役員候補者】

さ い と う は じ め

氏  名 齊 藤 肇 （昭和３１年７月７日生 ５１才）
学  歴 昭和５４年３月 東京大学経済学部卒業
経  歴 昭和５４年４月 株式会社第一勧業銀行入行

お か べ と し つ ぐ

氏  名 岡 部 俊 胤 （昭和３１年５月２日生 ５１才）
学  歴 昭和５５年３月 中央大学法学部卒業
経  歴 昭和５５年４月 株式会社富士銀行入行

みずほ銀行コンプライアンス統括部社会的責任推進室長、同 麻布支店長、みずほフィナンシャル
グループ秘書室審議役、同　秘書室長（現任）

みずほコーポレート銀行執行役員人事部長、みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リスク
管理グループ長兼人事グループ長、みずほコーポレート銀行常務執行役員欧州地域統括役員、
同 常務取締役企画グループ統括役員兼財務・主計グループ統括役員、同 取締役副頭取（現
任）

みずほホールディングス人事企画部次長、みずほフィナンシャルグループ人事部次長、同 財務
企画部参事役、同　財務企画部長、みずほ銀行執行役員総合資金部長（現任）

みずほ銀行吉祥寺支店長、みずほフィナンシャルグループ管理部参事役、同 管理部長、同 執
行役員管理部長（現任）

みずほ銀行財務企画部長、同　執行役員財務企画部長、同　常務執行役員（現任）
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【株式会社みずほ銀行】

（２００８年４月１日付）
氏名 新 現

西堀　利 取締役副頭取 みずほフィナンシャルグループ

（代表取締役） 常務取締役

兼　副頭取執行役員 兼　常務執行役員

コンプライアンス統括グループ担当 財務・主計グループ長

兼　支店部担当

吉田　卓郎 常務取締役 常務取締役

兼　常務執行役員 兼　常務執行役員

戦略連携グループ担当 法人グループ担当

上野　徹郎 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 市場・ＡＬＭグループ担当

市場・ＡＬＭグループ担当

川端　雅一 常務取締役 常務執行役員

兼　常務執行役員 企画グループ担当

企画グループ担当

西名　武彦 常務執行役員 常務執行役員

支店担当 支店業務部門担当

吉留　学 常務執行役員 常務執行役員

事務グループ担当 支店業務部門担当

兼　お客さまサービス部担当

兼　支店担当

惠島　克芳 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

審査部門担当 常務執行役員

コンプライアンス統括グループ統括役員

兼　審査グループ統括役員

積田　直人 常務執行役員 常務執行役員

支店担当 公共グループ担当

兼　支店業務部門担当

石川　宣博 常務執行役員 常務執行役員

支店担当 支店業務部門担当

宮田　一平 常務執行役員 執行役員

支店担当 業務監査部長

鶴岡　通敏 常務執行役員 執行役員

支店担当 支店業務部支店業務第一ユニット担当部長
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氏名 新 現

長津　克司 常務執行役員 みずほコーポレート銀行

支店担当 執行役員

営業第十四部長

吉川　智三 常務執行役員 執行役員

財務・主計グループ担当 財務企画部長

福沢　俊彦 常務執行役員 執行役員

ＩＴ・システムグループ担当 銀座支店長

兼　支店担当

鈴木　直人 常務執行役員 執行役員

法人グループ担当 支店業務部長

繁治　義信 執行役員 執行役員

法人業務部長 名古屋中央支店名古屋中央法人部長

沢井　良之 執行役員 執行役員

渋谷支店長 法人業務部長

中村　恒 執行役員 支店業務部支店業務第四ユニット担当部長

業務監査部長

中川　祐一 執行役員 渋谷中央支店長

渋谷中央支店長

杉江　誠 執行役員 丸の内中央支店長

与信企画部長 兼　丸の内中央支店第一部長

三浦　由博 執行役員 梅田支店梅田法人部長

支店部長

西澤　順一 執行役員 人事部長

名古屋中央支店名古屋中央法人部長

川久保　公司 執行役員 みずほ信託銀行

総合コンサルティング部長 執行役員

コーポレートビジネス企画部長

竹之内　明男 執行役員 京橋支店長

京橋支店長

冨安　司郎 執行役員 審査第一部長

審査第一部長

高橋　雄一郎 執行役員 国際業務部長

国際営業部長

柏崎　博久 執行役員 経営企画部長

銀座支店長 兼　経営企画部業務革新推進室長
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氏名 新 現

金子　基宏 執行役員 秘書室長

秘書室長

廣田　拓夫 常勤監査役 総合リスク管理部長

兼　総合リスク管理部新ＢＩＳ対応推進室長

野中　隆史 退任 取締役副頭取

（代表取締役）

兼　副頭取執行役員

コンプライアンス統括グループ担当

兼　支店業務部門（支店業務部）担当

白石　晴久 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

ＩＴ・システムグループ担当

兼　支店業務部門担当

井上　直美 退任 常務取締役

兼　常務執行役員

事務グループ担当

兼　支店業務部門担当

兼　お客さまサービス部担当

宗岡　恒雄 退任 常務執行役員

財務・主計グループ担当

西島　信竹 退任 常務執行役員

業務開発部門担当

田代　雅樹 退任 常務執行役員

審査部門担当

野上　誠 退任 常務執行役員

支店業務部門担当

齊藤　肇 退任 執行役員

総合資金部長

川本　裕一 退任 執行役員

市場金融部長

平田　淳 退任 執行役員

事務サービス部長

兼　事務サービス部セキュリティ対策室長

金澤　睦生 退任 執行役員

コンプライアンス統括部長
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氏名 新 現

横山　之雄 退任 執行役員

渋谷支店長

藤野　照夫 退任 常勤監査役

　　西堀 利、上野 徹郎、川端 雅一の３氏は、本年４月１日に開催予定の当行株主総会におけ

　　る新任取締役候補者であり、廣田 拓夫氏は、同株主総会における新任監査役候補者であり

　　ます。
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【株式会社みずほコーポレート銀行】

（２００８年４月１日付）
氏名 新 現

宮本　裕 取締役副頭取 常務執行役員

（代表取締役） 営業担当役員

兼　副頭取執行役員

中島　敬雄 常務執行役員 常務執行役員

グローバルマーケットユニット統括役員 グローバルマーケットユニット統括役員

兼　グローバルオルタナティブインベストメント

ユニット統括役員

花井　健 常務執行役員 常務執行役員

営業担当役員 アジア地域統括役員

永井　素夫 常務執行役員 常務執行役員

グローバルポートフォリオマネジメント グローバルポートフォリオマネジメント

ユニット統括役員 ユニット統括役員

兼　金融・公共法人ビジネスユニット統括役員 兼　金融・公共法人ビジネスユニット統括役員

兼　グローバルオルタナティブインベストメント 兼　営業担当役員

ユニット統括役員

兼　営業担当役員

瀬川　章 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 名古屋営業部長

大橋　圭造 常務執行役員 執行役員

アジア地域統括役員 国際管理部長

福田　良之 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 証券部長

本田　修一 常務執行役員 執行役員

コンプライアンス統括グループ統括役員 業務管理部長

兼　審査グループ統括役員

河野　雅明 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 営業第八部長

種橋　牧夫 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 業務監査部長

重田　敦史 常務執行役員 執行役員

営業担当役員 営業第七部長

若生　信弥 常務執行役員 執行役員

欧州地域統括役員 グローバルストラクチャードファイナンス営業部長
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氏名 新 現

川岸　哲哉 執行役員 執行役員

業務監査部長 営業第二部長

片山　雄一 執行役員 営業第十六部長

営業第十六部長

形山　成朗 執行役員 ＩＴ・システム統括部長

ＩＴ・システム統括部長

今泉　泰彦 執行役員 営業第十八部長

名古屋営業部長

安田　幸生 執行役員 米州業務管理部長

国際管理部長

久保　浩一 執行役員 国際為替部長

国際為替部長

藤本　聡 執行役員 営業第二部

営業第二部長 審議役

二瓶　晴郷 執行役員 台北支店長

台北支店長

大谷　啓 執行役員 国際管理部付審議役

営業第三部長 みずほコーポレート銀行（中国）有限公司（本店営業部）

中村　康佐 執行役員 シンガポール支店長

シンガポール支店長

末廣　博 執行役員 欧州業務管理部長

営業第七部長

神吉　正 執行役員 大阪営業第三部長

営業第八部長

塚本　隆史 退任 取締役副頭取

（代表取締役）

兼　副頭取執行役員

村山　昌博 退任 常務執行役員

営業担当役員

川村　融 退任 常務執行役員

欧州地域統括役員

惠島　克芳 退任 常務執行役員

コンプライアンス統括グループ統括役員

兼　審査グループ統括役員

土屋　光章 退任 常務執行役員

営業担当役員
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氏名 新 現

佐藤　佳志 退任 常務執行役員

営業担当役員

杉本　素信 退任 常務執行役員

営業担当役員

渡辺　淳 退任 常務執行役員

（２月２９日付） 営業担当役員

荒幡　義光 退任 執行役員

営業第十一部長

長津　克司 退任 執行役員

営業第十四部長

石井　秀雄 退任 執行役員

福岡営業部長

　　宮本 裕氏は、本年４月１日に開催予定の当行株主総会における新任取締役候補者であり

　　ます。
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【みずほ証券株式会社】

（２００８年４月１日付）
氏名 新 現

村山　昌博 取締役副社長 みずほコーポレート銀行

（代表取締役） 常務執行役員

アジア委員会委員長 営業担当役員

川村　融 取締役副社長 みずほコーポレート銀行

（代表取締役） 常務執行役員

欧州地域統括役員

徳岡　国見 常務執行役員 常務執行役員

グローバル投資銀行部門長 グローバル投資銀行部門長

兼　金融・公共法人営業グループ長 兼　金融・公共法人営業グループ長

兼　アドバイザリーグループ長 兼　インベストメントバンキングプロダクツグループ長

杉井　浩一郎 常務執行役員 常務執行役員

グローバル市場・商品部門長 エクイティグループ長

兼　エクイティグループ長 兼　プロダクツプロモーショングループ

共同グループ長

亀井　温裕 常務執行役員 執行役員

グローバル市場・商品部門 米国みずほ証券社長

グローバル・フューチャー担当

伊豫田　敏也 常務執行役員 常務執行役員

投資銀行第１グループ長 アドバイザリーグループ長

河村　彰 常務執行役員 投資銀行第１グループ

中部投資銀行グループ長 兼　投資銀行第２グループ

営業本部長（中部担当）

中村　順一 常務執行役員 執行役員

資本市場グループ長 資本市場グループ長

秋山　聡 常務執行役員 常務執行役員

プロダクツプロモーショングループ長 プロダクツプロモーショングループ

共同グループ長

大橋　恵明 常務執行役員 常務執行役員

人事部・オペレーショナルリスクマネジメント部・ リスク管理・財務グループ長

情報管理部・広報部担当

尾越　忠夫 常務執行役員 常務執行役員

アジア委員会副委員長 国際営業グループ副グループ長
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氏名 新 現

岡田　太 常務執行役員 執行役員

アジア委員会副委員長 投資銀行第１グループ副グループ長

伊東　聡 執行役員 執行役員

投資銀行第１グループ営業担当 市場営業グループ長

山本　大介 執行役員 みずほコーポレート銀行

投資銀行第１グループ営業担当 国際管理部付審議役

米国みずほコーポレート銀行社長

宮本　正広 執行役員 投資銀行第1グループ

投資銀行第１グループ営業担当 営業本部長

加藤　孝明 執行役員 みずほコーポレート銀行

投資銀行第２グループ営業担当 香港支店長

八十　義則 執行役員 みずほコーポレート銀行

国際営業グループ長 欧州営業第一部長

兼　アジア委員会副委員長

染河　清剛 執行役員 みずほコーポレート銀行

リスク管理・財務グループ長 コンプライアンス統括部長

千田　剛司 執行役員 執行役員

アジア委員会副委員長 経営企画グループ

国際部（アジア地域）担当

加藤　純一 執行役員 みずほコーポレート銀行

スイスみずほ銀行社長 ＡＬＭ部長

奥野　克男 執行役員 経営企画グループ国際部付シニアマネジャー

みずほセキュリティーズ（アジア）リミテッド社長 みずほセキュリティーズ（アジア）リミテッド社長

井上　直美 監査役 みずほ銀行

常務取締役

兼　常務執行役員

事務グループ担当

兼　支店業務部門担当

兼　お客さまサービス部担当

西山　重良 退任 取締役副社長

（代表取締役）

松田　清人 退任 取締役副社長

（代表取締役）

松浦　崇久 退任 常務執行役員

グローバル市場・商品部門長
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氏名 新 現

池田　裕史 退任 常務執行役員

投資銀行第１グループ長

池田　裕一郎 退任 常務執行役員

国際営業グループ長

北畠　一明 退任 執行役員

投資銀行第２グループ副グループ長

山下　和博 退任 執行役員

エクイティグループ統括部長

酒井　忠司 退任 執行役員

スイスみずほ銀行社長

平山　信次 退任 監査役

　　村山 昌博、川村 融の両氏は、本年４月１日に開催予定の当社株主総会における新任

　　取締役候補者であり、井上 直美氏は、同株主総会における新任監査役候補者であり

　　ます。なお、井上 直美氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査

　　役候補者であります。
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【みずほ信託銀行株式会社】
 

（２００８年４月１日付）
氏名 新 現

遠山　光良 取締役副社長 常務取締役

（代表取締役） 兼　常務執行役員

兼　副社長執行役員

西島　信竹 副社長執行役員 みずほ銀行

常務執行役員

業務開発部門担当

土屋　光章 副社長執行役員 みずほコーポレート銀行

常務執行役員

営業担当役員

青柳　裕史 常務執行役員 常務執行役員

ＩＴ・システム統括部長

武部　頼明 常務執行役員 常務執行役員

業務統括部長

田原　良逸 常務執行役員 執行役員

人事部長

角倉　英司 常務執行役員 執行役員

不動産鑑定部長 不動産企画部長

綱島　勉 常務執行役員 執行役員

大阪支店長 大阪支店長

広瀬　靖夫 執行役員 法人営業部長

法人営業部長

金子　治行 執行役員 みずほ銀行

築地支店築地法人部長

大井　直 執行役員 証券企画部付審議役

ＩＴ・システム統括部長 資産管理サービス信託銀行

森脇　朗 執行役員 経営企画部長

経営企画部長

桜井　高則 執行役員 不動産営業第一部長

不動産営業第四部長

宇波　信吾 執行役員 経営企画部

人事部長 審議役

安達　義二郎 執行役員 事務統括部長

業務統括部長
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氏名 新 現

佐子　希人 取締役（非常勤） 取締役副社長

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

大久保　寧 取締役（非常勤） 取締役副社長

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

古屋　直樹 取締役（非常勤） 常務取締役

兼　常務執行役員

野中　隆史 顧問 みずほ銀行

取締役副頭取

（代表取締役）

兼　副頭取執行役員

コンプライアンス統括グループ担当

兼　支店業務部門（支店業務部）担当

大場　昭義 退任 常務執行役員

白川　政明 退任 常務執行役員

桑原　茂樹 退任 執行役員

不動産営業第四部長

野村　龍一郎 退任 執行役員

ソリューション営業部長

川久保　公司 退任 執行役員

コーポレートビジネス企画部長
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（２００８年６月下旬予定）
氏名 新 現

池田　輝彦 取締役会長 取締役社長

（代表取締役）

野中　隆史 取締役社長 （前掲）

（代表取締役）

西島　信竹 取締役副社長 （前掲）

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

土屋　光章 取締役副社長 （前掲）

（代表取締役）

兼　副社長執行役員

横山　良二 常勤監査役 業務監査部長

山田　善則 常勤監査役 株式会社ジャパン・コンファーム

代表取締役社長

佐子　希人 退任 （前掲）

大久保　寧 退任 （前掲）

古屋　直樹 退任 （前掲）

加藤　文男 退任 常勤監査役

坂本　正彦 退任 常勤監査役

　　野中 隆史、西島 信竹、土屋 光章の３氏は、本年６月下旬に開催予定の当社定時株主総会に

　　おける新任取締役候補者であり、横山 良二、山田 善則の両氏は、同株主総会における新任

　　監査役候補者であります。なお、山田 善則氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定め

　　る社外監査役候補者であります。
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